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はじめに

日本語と英語は「声」が違う！
この発音プログラム®はタイトルの「英語声」という名の通り英語の「声」の出
し方にもっとも注目した内容です。

日本語は世界中の数ある言語の中でもかなり特有の発声法で話されてお

り、小川のせせらぎの様な弱い息でなりたってしまう言葉です。

それに比べ腹式呼吸で発音される英語は、お腹からしっかり押し出された息

を絡めて摩擦音を作ったり、低い唸り声をあげたりするため、そのまま日本

語の声の出し方で発音しても相手はなかなか伝わりません。

この英語声プログラム®はあなたの英語を声の出し方から改善し、英語の特徴である音のつながり
やリズミカルなアクセントなど、よりネイティブに近い感覚で発音出来るようにするための発音プログ

ラムです。

発音Before/After（体験前と後で比べてみます）
Now I’m starting to learn how to pronounce English properly. Because it’s
sometimes very di�cult for me to catch what foreign people say.

I believe that to improve pronunciation is the key to improve my listening
skills as well as my speaking fluency. So here I’m trying my best!

チェックポイント

・Voice - 喉がリラックスした状態で声が喉で響いているか
・Breath - しっかりブレスが子音に絡んでいるか
・Linking - 単語同士のつながりは滑らかであるか
・Word groups - 単語単位ではなくフレーズ単位で発音されているか
・Consonants - 子音について、「l/r」「s/sh」がごっちゃになっていないかなど
・Vowels - 母音について「ae/ah/uh」などの区別がつけられているかなど
・Rhythm - ストレス、アンストレスが交互にテンポよく発音できているか
・Intonation - 意味とリンクした自然なイントネーションで話せているか
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①発声

例文｜Now I’m starting to learn how to pronounce English properly.

①ブレスに乗せて喉の奥から発声する

① アクビをして喉をしっかり開き、喉奥から声を響かせる
② 息は吐き出しっぱなしの状態で音をつなげて発音

③ ストレス（MAH）は子音をしっかり絡めてから母音につなぎ脱力する
④ アンストレス（ma）は脱力した状態で軽く声を漏らす程度に

②言葉にアクセントを付ける

① アクセントのタイミングを揃える

② 息の流れをしっかりキープする

③ ストレス子音をツッコミ気味に発音し音をつなぐ

英語の発音は立体的な声の響きと、ブレスの流れによって絡む子音の輪郭がなければなりません。

強調する重要な単語（内容語）と、軽く流す補助的な単語（機能語）の組み合わせによって、英語特

有のなめらかに波打つ発音が成り立っています。
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②リズム

英語フレーズは「Stressed syllable（強勢音節）」と「Unstressed syllable（弱勢音節）」が交互に
発音されます。それにより英語らしいリズムが生まれます。

1.ストレスはどこに置く？
フレーズのストレスは「believe, improve, pronunciation」などContent word（内容語）に置き、「that,
to, is」などのFunction word（機能語）には通常置かれません。

I believe that to improve pronunciation is the key to improve my listening
skills as well as my speaking fluency. So here I’m trying my best!

2.リズムトレーニング
ストレスを手拍子のタイミングで発音します（声を止めずに）

① believe believe x2 I believe I believe x2

② improve improve x2 that to improve x4

③ pronunciation x4 Pronunciation is the key x4

④ listening skills x4 listening skills as well as x2

⑤ my speaking x4 my speaking fluency x4

⑥ so here x4 so here I’m trying x4
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発音コースの説明

カリキュラム

① 50分のプライベートレッスン
基礎カリキュラムは全20レッスンで構成されていますが、各レッスンは出来るまでしっかり取り組みま
す。最短で20回、平均で30回程度を要します。

基礎カリキュラム（公式テキストPDF使用）

1. 発声｜英語らしい声を作る（喉奥発声、強弱の波など）

2. リズム｜発音構成を把握する（ストレス、リンキング、リダクションなど）

3. 母音｜喉の響きをコントロール

4. 子音｜息の流れをコントロール

5. リーディング｜文章を音読する

6. スピーキング｜効果的な練習方法

応用トレーニング

ストーリーや会話文の音読練習

TEDなどスピーチ動画のCopying/Shadowing

② レッスンノート
レッスン内容と課題点がレッスン後にメールで届きます。また練習用オーディオもダウンロード出来る

ので、それを元にしっかり復習して体に発音を覚えさせましょう。

③ 動画レッスン（オプション）
プレミアム会員になると公式テキストに沿った動画レッスンが利用できます。発音コース申込み後の

会員ページから登録できます。（月額購読料¥2,500+税）
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トレーナーランク選択（入会方法）
入会申込みページ→https://dr-d.jp/signup/
お申込み時に認定・シニア・マスターのいずれかを選択して頂きます。どのランクのトレーナーでも基

礎カリキュラムの指導内容は同じですが、ランクの高いトレーナーはより繊細な問題を発見し解決す

る指導が可能となります。

【即入会可】■ 認定トレーナー（10名在籍）
基礎から英語声プログラム®を学びたい方
コース総額(入会費込)：10回 ¥77,000（税込）｜20回 ¥137,500（税込）

【順番待ち】■ シニアトレーナー（6名在籍）
よりハイレベルな指導が必要な方

コース総額(入会費込)：10回 ¥88,000（税込）｜20回 ¥159,500（税込）

【順番待ち】■ マスタートレーナー（3名在籍）
当スクール最高峰の指導をお求めになる方

コース総額(入会費込)：10回 ¥110,000（税込）｜20回 ¥203,500（税込）

料金表（内訳）

（税込表示） 10回（有効期限6ヶ月） 20回（有効期限6ヶ月）

入会費（初回のみ） ¥11,000 ¥5,500

マスタートレーナー
シニアトレーナー
認定トレーナー

¥99,000
¥77,000
¥66,000

¥198,000
¥154,000
¥132,000

＜基本ルール＞

・6ヶ月以内にお申し込み回数分を消化してください
・予約の変更・キャンセルは12時間前まで可能（過ぎると失効）
・遅刻は10分まで、過ぎると失効します

https://dr-d.jp/signup/


7

推奨レッスン頻度
とくにレッスンを始めたての頃は身に付きにくく、またレッスンで掴んだ感覚も抜けやすいため、始め

の10回〜20回は週2回ペースがおすすめです。そして慣れてきた頃に週1ペースに落とすのが理想
的な流れです。

また6ヶ月以上の長期で受講される場合は、週1回を各週にするなどペースを落としても発音感覚を
維持したままレッスンで上達を続けることが出来ます。

週1回以下 10％

週1回 35％

週2回 45％

週3回以上 スピーチ大会やプレゼン前など集中期間

※過去3年間の受講生データから

受講期間の目安

3ヶ月〜6ヶ月 30％

6ヶ月〜1年 65％

1年以上 5％

※過去3年間の受講生データから

予約方法

・お申込みのトレーナーランクのレッスンを予約してください。

・お申込み回数内であれば一度にいくつでも予約可能。

予約 およそ2ヶ月先まで予約可能（トレーナーによって異なる）

変更・キャンセル 12時間前まで可能（過ぎると失効）

レッスンの遅刻 10分まで待機（過ぎると失効）
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見込める効果

・リスニング力の向上

リエゾンやリンキング、またアクセントのリズムなど、英語の発音感覚がわかると今まで聞き取れな

かった発音が聞き取りやすくなります。

・スピーキング・スピーチ力の向上

発音がフルーエントになる事で格段にスピーキング力やスピーチ力が向上します。

・コミュニケーション力の向上

英語が通じやすくなる分、コミュニケーションがスムーズになります。また相手に意思疎通ができてい

る事の安心感を与えます。

・実践的な英語学習スピードの向上

発音の再現力が上がると、実践的な英語力の習得に効果的なトレーニング（リピーティングやシャ

ドーイングなど）のクオリティーが上がるので英語上達が加速する！

・TOEIC・TOEFL・IELTS・英検などのスコアアップ
発音力の向上は特にリスニングパートやスピーキングパートでの効果は絶大です。

・ビジネス交渉における信頼度の向上

発音が良いとそれだけで無条件に信頼度がアップします。日本語の発音が上手な外国人とそうでは

ない外国人を想像してみてください。

・MBA留学で有利になる
アメリカトップ大学のMBAでは教養のあるネイティブと滞りなくディスカッションが成り立つかどうかを
面接時に判断されるようです。ここでは発音力は必需です。

・英語指導者としての信頼度の向上

英語を指導する立場としてある程度の発音力があればそれだけ信頼度も上がります。発音の印象

は意外に大きい。
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ドクターＤイングリッシュは英語の「声」と「リズム」にフォーカスした英語発音専門オンライン
スクールです。

英語と日本語の発音感覚の違いが説明できるバイリンガルトレーナーによる完全プライ
ベートレッスンで間違いなく発音が上達します。英語教師や通訳者などのプロを含む年間約
800名の受講者に発音トレーナーが発音指導しています。

スクール名 ドクターＤイングリッシュ

設立 2011年

事務局・教室 完全オンライン

責任者 頓田　大樹

トレーナー数 20名

受講者数 約800名

事務局連絡先 office@dr-d.jp

公式サイト https://dr-d.jp/

事業者 ドクターＤ株式会社

mailto:office@dr-d.jp
https://dr-d.jp/

